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◆◆国際学部 社会貢献・ボランティアマガジン 第 13 号◆◆
拓殖大学国際学部社会貢献・ボランティア推進委員会
2016 年 4 月 4 日発行
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■2016 年度第 1 回 JICA インターンシップ・プログラム募集開始―締め切りは 5 月 9
日（月）12 時
JICA は、2016 年度大学生・大学院生向けインターンシップ・プログラムの第 1 回
募集を開始しました。
本プログラムの目的は、「国際協力・開発援助に関心を有する大学生及び大学院生
並びに医療職人材に対し、JICA の各部署及びプロジェクト等におけるインターンシッ
プの機会を提供することにより、JICA 事業及び我が国の国際協力に関する理解を深め、
本プログラムを通じて JICA 専門家や開発コンサルタント等の国際協力人材を志向し
ていただくこと」としており、国際学部学生にうってつけのプログラムとなっていま
す。
本プログラムのメリットは以下の点があります。
○「一般型」は JICA 本部、国内機関、及び在外事務所や技術協力プロジェクト等で
のインターンシップ、「開発コンサルタント型」は日本の開発コンサルタントが開発
途上国で実施する JICA 事業の現場で行うインターンシップとなっており、内外の国
際協力の現場の仕事を経験することができます。
○インターンに係る費用のかなりの部分を JICA が負担してくれます。例えば、海外
インターンの場合は、10 万円を超える部分の航空賃（自己負担は最大 10 万円まで）、
現地滞在費（国により定まっていますが、例えばインドネシアの場合は 9,025 円／日）、
予防接種料、海外旅行傷害保険費用などは JICA が負担してくれます。
○派遣期間は、ポストによって異なりますが、1～3 ヵ月程度で、夏休み等の期間を利
用することができますので、学業に大きな影響はありません。
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応募資格については、国籍は不問ですので留学生でも応募可能です。ただし日本語
で業務遂行が可能である必要があります（日本語能力試験 N1 レベル相当の日本語能
力を有することが望ましい）。
またインターンシップに必要な外国語能力を有することが条件となっています。英
語の場合は英検2級以上、TOEIC500点以上、またはTOEFLiBT52点(PBT470点, CBT150点)
以上、IELTS4.0以上。フランス語は仏検準2級以上、DELFA2以上。スペイン語は西検4
級以上、DELE 初級以上です。
なお、応募するには JICA の国際協力総合情報サイト「PARTNER」への簡易登録が必
要となるなどの手続きが必要なので、応募の意思のある学生は、事前に岡田まで相談
ください。
詳細は以下の募集要項、募集ポストなどをご覧ください。
http://www.jica.go.jp/recruit/intern/ku57pq00000nan7m-att/youkou_01.pdf
http://www.jica.go.jp/recruit/intern/index.html
■八王子国際交流フェスティバル あなたも、実行委員会に参加しませんか？
八王子国際協会では、10 月 2 日(日)に開催される「八王子国際交流フェスティバル
2016」の実行委員を募集しています。
八王子国際交流フェスティバルは、八王子在住の外国人市民、留学生、日本人市民
が集うイベントです。八王子学生委員会、ＪＩＣＡ、八王子国際協会、市民ボランテ
ィアの皆さんと実行委員会を組織して、企画・運営を行います。
昨年のフェスティバルには、16 ヵ国 89 名の外国人ボランティアの参加があり、楽
しく有意義な国際交流イベントができました。国際学部の留学生も参加しています。
八王子にいながら 16 ヵ国の外国人と友だちになれるまたとないチャンスです。
みなさん、実行委員会に参加して、一緒に企画と準備をしませんか！
募集の詳細は以下をご覧ください。
http://genki365.net/gnkh19/pub/sheet.php?id=6560
http://hia855.com/other/%e5%85%ab%e7%8e%8b%e5%ad%90%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e4%ba
%a4%e6%b5%81%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%90%e3%83%ab
-%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%82%82%e3%80%81%e5%ae%9f%e8%a1%8c%e5%a7%94/
■拓殖大学海外留学プログラム説明会が 4 月 13 日（水）と 4 月 21 日（木）に開催
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今年度、海外留学をぜひ実現したいと考えている皆さん、国際部主催の拓殖大学留
学プログラム説明会が以下の通り実施されます。お昼休みに 2 回開催されますので、
いずれかの日程でぜひ参加しましょう。
▼説明会日時：
4/13(水)12:40-13:10
4/21(木)12:40-13:10
▼場所：ともに八王子国際キャンパス A201 教室
※両日ともに同じ内容です。（昼食持込可、入退室自由）
▼留学プログラムの種類の紹介等
・1～5 週間の短期研修
・7 ヶ月程の長期研修
・1 年または半年間の交換留学
・第 2 外国語（地域研究）科目対象の個人研修奨学金
■個人研修奨学金に応募しましょう―4 月中旬から募集が予定されています
個人研修奨学金は、地域言語または地域研究科目を履修している学生、もしくは過
去に履修していた学生を対象に、語学力の向上と実地研修を奨励することを目的とし
て、その科目に係る国において夏季休暇期間中に行う研修（３～８週間）に対して支
援する奨学金制度です。対象は学部（2 年～4 年生）に在籍する学生です（指導を受
ける教員の了解が必要）。
奨学生は自身で航空券の手配、言語研修を受ける教育機関の選定、宿泊先、日程表
の作成など、渡航に関わる全てを計画します。
奨学金の額は研修先によって異なりますが、例えば中国・韓国は 10 万円、インド
ネシア・マレーシア・タイ・ベトナム・フィリピン・インドは 15 万円、スペイン・
ポルトガル・ブラジル・南米は 30 万円などとなっています。詳細は以下のサイトを
ご覧ください。
http://www.takushoku-u.ac.jp/students/training.html
■外部団体からの参考情報
主要な国際協力関係のメルマガの目次を紹介します。内容につきましては、各ウェ
ブサイトに入ると読むことができます。なお、応募等につきましては、各自の責任で
直接行ってください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■
国際協力マガジン
2016/04/04 号
■■
～みんなの参加する国際協力～
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■■■

http://devmagazine.org/ http://www.facebook.com/devmagazine

■■■■
http://twitter.com/developingworld
読者数 メルマガ 7,982 facebook 1,902 twitter 3,091 など
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おしながき
■ 学び
□ 地域産品を活用した村落開発講座 ５月１４日１５日
(愛知県一宮市,2016/5/14-2016/5/15)
■ 国内イベント情報
□ ネパール大地震復興 みんなで応援キャラバン
(東京都新宿区,2016/4/23-2016/5/27)
□ 多文化旅行写真術─写真で伝えるアジアのイメージ 2
(東京都豊島区,2016/4/24＆5/15)
□ 【参加者募集】2016 年度 適正技術人材育成研修
(東京都渋谷区、新宿区,2016/4/23-2017/2/28)
□ (4/16)ネパール料理&amp;活動報告イベント
(東京都渋谷区,2016/4/16)
□ JAGSN 報告会のお知らせ
(東京都港区,2o16/4/15-2016/4/15)
■ 人材募集
□ 正職員募集（再募集） （特活）NGO クワトロ
□ 【FASID】職員募集
(東京都港区,2016/6/13)
□

日本ソマリア青年機構

メンバー全国募集
(東京都新宿区)
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国際協力 NGO ナビ
2016/3/25 第 270 号〔6,267 部〕
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◆◇◆◇◆

いつも読んでくださりありがとうございます

◆◇◆◇

【JANIC 応援募金】
私たちとともに、日本の NGO を支えてください
ご寄付は皆さんと NGO がつながる場づくりに役立てられます
http://www.janic.org/donation/?mail=20160325

１．JANIC 最新情報
☆【報告】冬の募金キャンペーンへのご協力、ありがとうございました
☆ 2016 年度 JANIC インターン募集要項 （締切～4/13）
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２．【Web 連載】NGO スタッフインタビュー
３．職員募集情報（5 件）
４．インターン募集情報 (4 件）
５．ボランティア募集情報（2 件）
６．イベント情報 【復興支援・災害対策特集】
７．[コラム] JANIC さん
======================================================================
●国際協力マガジン
http://devmagazine.org/
●国際協力 NGO ナビ
http://archive.mag2.com/0000142233/index.html
●青年海外協力隊、シニア海外ボランティアメールマガジン配信登録
http://www.jica.go.jp/volunteer/obog/info/mailmagazine/
●JICA メールマガジン配信登録
http://www.jica.go.jp/mail/
●八王子国際協会 ウェブサイト
http://hia855.com/
●八王子市市民活動支援センターSUPPORT802
http://www.shiencenter-hachioji.org/
●大学コンソーシアム八王子
http://www.gakuen-hachioji.jp/
以上
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